
財団ニコニコ 河野 ＄４00 宝子山 ＄200 

  北島 ＄20  

       船津、桐ケ谷 各＄10 

米山ニコニコ 宝子山、河野、岡本 各 20,000 円 

       松井 2,000円 

矢部（光）、桐ケ谷、臼井、北島、大下  

各 1,000 円 

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp 

Website:http://www.zushi-rc.com/ 

本日の進行（18:30） 

「新世代からの報告」 

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ・ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ・JC 

―次回のお知らせ― 

9月 28日（12:30） 

第 2780地区ガバナー公式訪問 

大谷 新一郎 ガバナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  今日はガバナー公式訪問のリハーサル

の日です。三宅ガバナー補佐よろしくお願

いします。 

9 月 15 日は関ケ原の戦いの日です。映

画も上映され人気を博しています。私も関

ケ原をつぶさに見てきましたが、石田三成

の西軍は形勢もよく圧倒的有利な地に布陣しています。笹尾山

から東軍の陣地も一望でき、小早川秀秋の裏切りも予測し、大

谷吉継もそれに備え山の上に陣を張っていました。3 時間足ら

ずで決着したのは意外です。そして徳川政権が誕生、以来 260

年徳川の時代は続きました。 

さて、15 代続いた徳川の将軍は家康の諱（いみな）の「家」

の字が与えられますが、4 人の将軍には「家」の字が付きませ

ん。誰でしょうか。2 代秀忠は秀吉の一字をもらいました。5

代綱吉は３代家光の 4 男でしたが、4 代家綱が早逝し兄の一字

をもらいました。生母は商家の娘で「玉の輿」の由来となった

お玉さんです。７代家継は 8 歳で死去した為、8 代吉宗が直系

以外から初めての将軍となりました。最後の将軍慶喜は改名ど

ころではなかったと思われます。江戸時代後継は多く早逝して

います。女性の白粉に鉛が入っていて、それが赤ちゃんの体内

に入り死に繋がったとも言われています。 

 

 

匂坂幹事 到着物：・ガバナー月信 9 月号 

開催案内：・9/18（月祝）地区大会  文化プラザ前      

バス 10 時 30 分出発 お弁当用意致します 

委員会報告  

藤吉奉仕プロジェクト理事：10/1 ビーチバレー大会開催 

       於：逗子海岸 今年もカレーを用意します。 

       参加、ご協力お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

村松会長の時間 

報  告 

 No.11 2017 年 9 月 21 日 

「集い」 福嶋謙之輔 

今から 3 年前、昭和 10 

年生まれの鈴木（久）、 

村田、安藤、福嶋の 4 人 

は 80 才を迎えた。誰も祝の会をと言ってくれないので

自分たちで祝の会を海狼で開いた。当日は山口、臼井夫

妻と松井君のゲスト参加で大変楽しい集いだった。今後

も元気でこの会を続けようと、今年で 3 回目の会合を今

年 80 才となった山口、臼井両夫妻と、松井君と総勢 9

名で開いた。おいしい中華料理で楽しい時間を過ごす事

ができた。山本三津子さん色々ありがとう！！     

例会日 

第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日  18:30 

第 5木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

会 長◆村松 邦彦 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫 

副会長◆松井 一郎 

    藤吉 一哉 

幹 事◆匂坂 祐二 

ＳＡＡ◆橘 武 

会 計◆岡本 久 

直前会長◆菊池 尚 

会報委員長◇宝子山 泰久 

２０１7～２０１8 年度  地区大会開催 

相模大野で地区

大会18名が参加 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三宅君…本日はよろしくお願いします。 
村松君、大野君…三宅ガバナー補佐リハーサル宜しくお

願いします。 
匂坂君…地区大会の参加、ガバナー公式訪問の出席宜し

くお願いします。 
松井君…三宅 AG 宜しく！昨日のゴルフでかき氷の日本

酒がききました。 
毛利君…海の小屋が取り除かれ美しい海がもどりました。 
船津君…宜しく。 
安藤君…今日は暑いな！ 
矢部（房）君、山口君、藤吉君、岡本君、河野君、岩堀 
君、服部君、松田君、桐ケ谷君、大下君…三宅 AG 宜し

くお願いします。 
矢部（光）君、橘（武）君…第２グループ三宅ガバナー

補佐ご苦労様です。 
桐田君…三宅 AGの応援に来ました。 

臼井君…暑いのはもうウンザリです。 
宝子山君…河野会員久々の例会出席、熱烈歓迎。 
北島君…明後日より 3 連休、天気が心配です。 
山本（三）君…今日は母８４才になりました。 
森澤君…ガバナー訪問、無事にいきますように。 
鈴木（弘）君…久々です。よろしくお願いします。 
清水（惠）さん…三宅 AG いつもお世話になりありがと

うございます。 
小西君…天気がはっきりしませんが、体調に気をつけて

行動したいと思います。 

ニコニコＢＯＸ 本日合計    ￥４０,０００  累計 ￥４１７,０００ 

【出席報告】会員数 51 名（出席免除 4 名） 

      出席者 3２名 出席率 66.66% 

      国際ロータリー第２７８０地区 

２０１７～１８年度  大谷 新一郎ガバナー 
        公式訪問に備えて 

第２グループ 三宅 譲 AG 

ガバナー公式訪問（9 月 28 日）スケジュール 予定 

 

①  AG打ち合わせ      15分  １１：００～１１：１５ 

②  会長・幹事          30 分  １１：１５～１１：４５ 

③  地区役員・委員      35 分  １１：４５～１２：２０ 

④  例会・卓話          60 分  １２：３０～１３：３０ 

    ※ガバナー卓話（ＲＩ会長テーマ・方針・地区方針 その他） 

⑤  フォーラム        約 60 分  １３：３０～１４：３０ 

大谷新一郎ガバナー 【プロフィール】 

 

１）家族について 

    妻（友子）・長女（既婚 子２名）相模原市在住 

    長男（既婚 子１名、夏に１名増える予定）東京在住 

    次男（未婚）私どもと同居 

２）生年月日  昭和２４年４月１９日（１９４９年）６８歳 

３）勤務先    ㈱三友＜石油製品販売＞代表取締役 

４）趣味・好物 

    読書・映画鑑賞・スポーツ全般（体を動かすことが好き） 

    時間がなく中々行けませんが、スポーツジムに通っています。 

    好物として、適度なアルコール・お寿司・パスタ 

５）好きな言葉  初心忘るべからず（世阿弥） 

６）尊敬する人 

    斉藤文作（祖父・母方）私は祖父を見習っています。 

７）出身 

    お寺の過去帳が焼失してしまい、本家に聞いてみると 6 代 

    前に隠居して現在にいたっているそうです。 

大谷新一郎ガバナー 【ロータリー歴】 

 

１９８６年 2 月 5 日    相模原南ロータリークラブ 入会 

１９９２年～９３年度   相模原南ロータリークラブ 幹事 

１９９７年～９８年度   相模原南ロータリークラブ 会長 

２００６年～０７年度   地区クラブ奉仕委員会 

                       ロータリー家族 委員 

２００９年～１０年度   地区クラブ管理運営委員会 

                       ロータリー家族 副委員長 

２０１０年～１１年度   地区会員増強・会員維持委員会 

                       ロータリー家族 副委員長 

２０１１年～１２年度   ガバナー補佐（第５グループ） 

                       オンツー・バンコク国際大会 

２０１２年～１３年度   クラブ奉仕委員会 委員長 

２０１３年～１４年度   公共イメージ委員会 委員長 

２０１４年～１５年度   地区研修委員会 委員 

２０１５年～１６年度   ガバナーノミニー 

                       地区戦略計画委員会 委員 

 

ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター 

マルチプル・フェロー／メジャードナー／米山功労者 

担当 河野 征一郎 

 

「この地球上からポリオ

をなくす… 

世界の子供達への約束！」 

三宅ＡＧが映像を通して

ＲＩのポリオ撲滅活動の

軌跡を解説。 


